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平成 29 年度 私立大学研究ブランディング事業－地域共生のための対人援

助システムの構築と効果に関する検証 看護・医療福祉研究部門活動報告 

 
看護・医療福祉研究部門 

土肥敏博 讃井真理 森田克也 前信由美 田村和恵

新川雅子 岩本由美 平岡正史 加藤重子 山内京子 

大塚 文 林 君江 高橋登志枝 小林浩美 風間栄子 

岡田京子 空本恵美 今坂鈴江 富永泰三 小田正敏 

岡田真亮 

 

 平成 28 年度に実施した、呉市を中心に、広島市および他府県に開設されている高齢者カフ

ェと認知症カフェの実態調査分析結果から明らかになったニーズを参考に、高齢者カフェは大

学を拠点とした“集団カフェ”、虚弱な方の“個別カフェ”に加えて呉市の高齢者を主に対象と

して健康チェックを行う“出張型カフェ”等や地域の行事に参加し、広い世代の健康ﾁｪｯｸを行

う“イベント型カフェ”を実施した。認知症カフェは大学および地元の呉市阿賀集会所を拠点

とし、地域の人を対象とした健康調査やテーマイベント、足浴、手浴など“あがりんさい”を

実施し、また呉市内の認知症カフェに学生を派遣する“学生派遣型カフェ”および学生が地域

へ出向いて行う学生による派遣型“あがりんさい”を実施するに至った。実施内容およびその

報告会は表参照。また、看護綜合研究センターと共催・支援のもとに「認知症になっても地域

で幸せに暮らすために」（講師 井門ゆかり先生）と「平穏死のすすめ 穏やかに最期を迎える

ために」（講師 石飛幸三先生）を実施した（詳細別掲）。 

 

看護・医療福祉研究部門 ―HBG看護カフェ・モデルの構築を目指す          

I 「来んさいカフェ・呉」高齢者カフェチームの活動 

 平成 29 年度は、5 月を皮切りに、4 回の集団高齢者カフェと、2 回の個別カフェを実施した

（表 1）。健康状態の推移を確認するため、同一の場所での年 1～2 回程度の開催を想定して実

施した。参加者はのべ 200 名にのぼり、次年度も新たな場所での実施を予定している。 

試行錯誤の結果、高齢者カフェの開設は、常設は学内のみとし、各小集団を対象とした集団

カフェと、ゆっくりした対応が可能な個別カフェに、また、学内でのカフェと出張カフェとい

う2側面に加え、地域での様々なイベントに参加するカフェという多様性のある展開となった。

いずれのカフェにおいても教員だけでなく、看護学生や看護専門職が参画することで、人材育

成の側面を持つカフェとしての展開を検討した。したがって、3 月 1 日から看護師の資格を持

つ医療専門職の地域高齢者カフェサポーターを、3 月 24 日からは、それまでは学生ボランテ

ィアというかたちで参加していた学生に対して、高齢者カフェサポーターとしての養成プログ

ラムを開始したところである。 
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表１ 29 年度高齢者カフェ活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ HBG 看護高齢者カフェの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 2017 年 5 月 28 日（日） 

中国新聞掲載 

 

29年度の高齢者カフェの活動状況
月 日 内 容 場 所

2017年3月26日（日） 第2回 未来の“健康”を守る集い
阿賀キャンパス
オープンコモンズスペース

2017年5月27日（土）
第1回目呉市街地マンション
高齢者カフェ

呉市街地マンション

6月17日（土）
7月6日（木）

中山間地域カフェ打ち合わせ
呉市昭和地区市民センター
阿賀キャンパス

2017年7月30日（日）
中山間地域第1回きよみん祭
高齢者カフェ

呉市昭和市民センター

2017年10月27日（金） 高齢者カフェについて呉市議視察 阿賀キャンパス

2017年11月10日（金） 学内個別高齢者カフェ 阿賀キャンパス

2017年11月25日（土）
第2回目呉市街地マンション
高齢者カフェ

呉市街地マンション

2018年1月10日（水） 学内個別高齢者カフェ 阿賀キャンパス

2018年1月25日（木） 呉市民生児童委員正副会議出席 呉市役所

2018年3月1日（木）
呉市民生委員会長会議
高齢者カフェデモンストレーション

呉市役所

2018年3月未定（ ） 学内個別高齢者カフェ 阿賀キャンパス

2018年3月24日（土）
第3回未来の“健康”を守る集い＆
高齢者カフェ

阿賀キャンパス
8HBG看護高齢者カフェの概要

• 地域の行事に
参加し、広い
世代の健康
チェック

• 学内で地域を
限定せず

• 呉市内で小グ
ループ・小地区
単位

• 虚弱・集団への
参加が苦手・
MCI（早期認知
症）など 個別

カフェ

出張

カフェ

ｲﾍﾞﾝﾄ
カフェ

集団

カフェ

9

学生も
参加！！
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１． 高齢者カフェの開催 

目 的：健康調査のカフェは地域で暮らしている方々の健康を支援することを目的として開

催した。気軽に自分の健康状態を確認できる場の提供、外出や他者との交流の機会を

増やす場、看護学生が参画することによる異世代交流の場、看護学生は自分と違う世

代との貴重な機会として、高齢者の健康に関する課題の明確化を目的として実施した。 

対象：呉市在住の主に高齢者の方々 

1）地域密着型出張カフェ 

日 時：①2017 年 5 月 27 日（土） 10：00～12：30 

     ②2017 年 11 月 25 日（土） 10：00～13：00 

場 所：呉市街地のマンション集会所 

内 容：血圧・握力・骨密度・物忘れ診断・インボディ・心理的健康調査、結果の相談、カ

フェ 

健康講座：土肥敏博教授「運動と認知症予防」 

参加者：①②のべ 53 名 

教 員：讃井真理、土肥敏博、森田克也、前信由美、田村和恵、岩本由美、新川雅子、平岡正史

（計 8 名） 

学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：看護学科 1 年生 5 名、2 年生 9 名、4 年生 1 名（計 15 名） 

2）イベント参加型高齢者カフェ 

  日 時：2017 年 7 月 30 日（土）13：00～15：30  

場 所：呉市昭和地区市民センター 「きよみん夏まつり」の第 2 部健康福祉部に参加 

調査内容：血圧・握力・調査票記入支援、血液自己採血（A1c）、骨密度、物忘れ診断、筋肉

量水分量測定、唾液採取、超音波；筋肉厚測定、ロコモチェック（2 ステップ長）、身

体バランス（トゥルーフィート）、心理的健康パターン調査、調査結果の相談 

参加者：のべ 89 名 

教 員：讃井真理、土肥敏博、森田克也、前信由美、田村和恵、岩本由美、新川雅子、平岡

正史、石川孝則、山田晃子、上林聡子、外部臨床検査技師サポーター１名（計 12名） 

学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：看護学科学生自治会役員 35 名 

3) 学内阿賀キャンパス個別カフェの開催 

 日 時：①2017 年 11 月 10 日、②2018 年 1 月 10 日 

 場 所：阿賀キャンパス内 

 内 容：脳の元気度等を中心として、体内筋肉量及び水分量や骨密度を個別に対応、唾液採

取 

参加者：のべ 5 名 

教 員：讃井真理、森田克也、前信由美（計 3 名） 

4）学内阿賀キャンパスグループカフェ 

 日 時：2018 年 3 月 24 日（土）13：30～16：30 

 場 所：阿賀キャンパス オープンコモンズスペース（図書館） 

 内 容：①健康講座：講師；土肥敏博 教授  テーマ；「運動と認知症予防」  

②血圧・握力、血液自己採血（A1c）、物忘れ診断、タッチエム（脳の元気度測定）、

体内筋肉量水分量測定、唾液採取、活動量貸与、ロコモチェック（2 ステップ長、timed 

up & go）、血管健康度とストレス度、心理的健康パターン調査等、調査結果の相談 

参加者：19 名 

教 員:讃井真理、土肥敏博、森田克也、田村和恵、岩本由美、新川雅子、平岡正史、（計 7
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名） 

高齢者カフェ学生サポーター：6 名 

看護師サポーター：1名（平光 修） 

 

２． 高齢者カフェのデモンストレーション 

日 時：2018 年 3 月 1 日（火）10 時～12 時 

場 所：呉市役所 7 階ホール 

内 容：民生委員の各会長へ高齢者カフェを周知していただき、高齢者カフェを地域で活用

していただくことを目的に、実際に高齢者カフェを開催し、質問への対応と、地域の

情報を得てニーズを把握する。 

参加者：30 名 

教 員：讃井真理、土肥敏博、森田克也、迫田千加子（計 4 名） 

学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ： 1 年生 11 名、保健師コース 3 年生 9 名（計 20 名） 

地域の医療保健福祉関連の看護師サポーター：5 名 

 

３． 調査結果 

平成 29 年 3 月以降で高齢者カフェに参加した 200 名のうち、同意が得られ、調査項目に欠

損値の少ない 121 名の健康調査結果の概略を報告する。平均年齢は 71.02±0.71 歳で、男性 38

名、女性 83 名、体で気になることは筋力、体重、痛みであり、日ごろ食生活で気を付けてい

ることは、塩分、脂肪、カロリーの順で多かった。何らかの疾患や症状を持つ人が半数強おら

れたが、運動習慣がある方は 66.9％、平均継続年数は 12.9±2.0 年であった。運動習慣の内容

で多いものはウォーキング・散歩、体操、水泳の順で多く、20 種類という多様な活動を行って

いた。運動の頻度は週に 1～2 回が一番多く、週に 3 回以上、ほぼ毎日が同数であった。他者

交流の状況も同様であり、外出の頻度は買い物等により週 3 回以上と回答した人が一番多かっ

た。食事はほぼ全員が 3 食を規則的に摂取していた。排泄（排便）に満足していない人が 15.7％

いた。 

平均睡眠時間は 7.05±0.13 時間で、睡眠状況への満足していない人は 38.1％、夜間の覚醒

する人は約半数、平均覚醒回数は 1.83±0.38 回であり、日中の眠気をとても感じていると回

答した人は 9.1％であった。睡眠薬を服用している人は 14.0％であり、午睡している人が 36.4％、

午睡の平均時間は 29.8±2.6 分であった。精神的健康パターン診断検査（MHP.1）は精神的健

康度を 4 段階で評価する尺度であるが、74％はハツラツ型とゆうゆう型で良好な方が多かっ

た。一方で、ふうふう型とへとへと型は 25％であり、個々にあった活動を維持しながら精神的

健康度を維持することへの支援も重要である。 

プレサルコペニアの指数である骨格筋指数（四肢骨格筋量/身長 2）は、6.50±0.1kg/ｍ2 で、

標準より低値を示す人もおられたが、運動習慣がある方、外出頻度や他者との交流が多い方は、

比較的骨格筋指数は標準を保っていた。唾液中 BDNF は分析中であるが、学生と高齢者の比

較では、高齢者より学生のほうが高い値であることが示され、加齢により唾液中 BDNF 含量

は減少することが示唆された。しかし、学生であっても低値を示す、あるいは高齢者であって

も比較的高い値を示すケースも見られ、今後は生活背景等も含め検討しながら、同時に分泌を

促す活動・運動について検討を続ける。 
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４． 高齢者カフェサポーター養成プログラムの開発 

 高齢者カフェで行う健康調査の実施をサポートする人材を養成しようとするものである。健

康調査自体を STEP1～STEP3 の段階的に学んでいくもので、また別メニュで HBG 看護エク

ササイズに関連したサポーターを養成する。看護学生、地域住民、看護等医療専門職のそれぞ

れでサポーターを育成する。今年度から試行を始めており、今後は看護学生の高齢者カフェ参

加による対人援助力への影響を明らかにするとともに、養成プログラムの内容と持続可能なカ

フェにむけて検討する。 

 

５． 今後の展開 

地域密着型の出張カフェや、イベントに参加するカフェ、個別対応型のカフェと、あらゆる

ニーズに対応することで、カフェで心身状態を地域の方々がセルフチェックをして、健康意識

の向上と、健康維持へのモティベーションとなることが期待できる。また唾液中の BDNF や

IGF-1 といった神経の成長を助け、また修復・保護するといわれる物質と健康調査指標との関

係を検討しながら、より効果的に筋肉量の維持と、認知症予防につながる HBG 看護エクササ

イズを考案する。さらに、健康調査等のサポーターを養成することで、より身近な高齢者カフ

ェを展開し、健康意識の高い街づくりへの貢献を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

骨密度を測定中！結果は？ ヘモグロビンA1cの測定結果支援を学生がしていま

す。相談を受けてドギマギ！！ 

  

来場者の方との会話も時間とともに上手にな

り、やや余裕が出てきて・・笑顔♡ 

総勢で 35名の学生と 11名の教員等が約 90

名の方にお越しいただきました。 

  

今日の結果について気になることは？ 最新の検査方法でどのような運動が効果的か 

の研究にご協力をお願いしています。 
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筋肉量と水分量はどのくらい？？ 

結果が出るまでに３分ほどかかりますよ。 

心の健康状態もセルフチェック 

してみましょう！ 

  

健康講座・・・ 

ためになる話パート１ 『運動と認知症』 

 

 

 

 

物忘れは気になるけど、 

調査するのは怖い気もするなあ・・。 

 

 

A1cという検査を自分で採血して検査します。 

教員もお手伝いさせていただきます。 

健康講座・・認知症も気になる・・ 

熱心に聞かれています。 
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II 「来んさいカフェ・呉」認知症カフェチームの活動 

 

第１回 認知症カフェ「あがりんさい」 

１．日 時：平成 29 年 6 月 3 日 

２．場 所：呉市阿賀集会所 

３．プログラム 

 土肥先生：挨拶 広島文化学園大学対人援助センター HBG 看護カフェ紹介 

 モハラ・ナー・プアナニ：フラダンス  

 看護学部吹奏楽部：演奏  

 学生：健康調査 血圧、握力、体重、認知機能 

 教員：健康相談等 土肥敏博、加藤重子、森田克也、林 君枝、風間栄子、高橋登志枝、 

岡田京子、空本惠美  

  サポーター全員・参加者：交流会   

４．参加者 

 70 名 西新開自治会長 西新開老人クラブ会長 呉市社会福祉協議会、〇△□ 

地域住民：阿賀南、東広島黒瀬町、広、呉（含むサポーター 34 名、認知症看護強化コース 4

年生 2 名、3 年生 7 名、認知症看護科目履修 3 年生、吹奏楽部 1、2 年生 3 名、呉工業高等

専門学校 教員 2 名、生徒 4 名）  

５．挨拶 

広島文化学園大学対人援助センター HBG 看護カフェ内認知症カフェ「あがりんさい」に

ようこそいらっしゃいました。呉・阿賀キャンパスでは、高齢者の介護予防を中心とした「高

齢者カフェ」と認知症予防を中心とした「認知症カフェ」を創設し地域住民の皆様と共に健康

寿命の延伸、認知症になっても住み慣れた地域で家族と共に暮らせる社会を目指して研究・教

育・地域貢献に努めてまいります。「認知症カフェ」は、地域の皆様に親しんでいただき、気軽

に訪ねていただけるようにとの思いを込めて「あがりんさい」と名付けました。 

「認知症カフェ あがりんさい」では、「カフェ」の開催と共に呉市にある認知症カフェとの

連携、地域の機関との連携を図るため連携会議も予定していることの紹介。 

６．結果 

１）参加者のうち高齢者は 26 名 うち後期高齢者 87 歳～75 歳 17 名、前期高齢者 9 名 

２）アンケート結果：36 枚配布 22 枚回収、回収率 61.1％ 

感想 

・楽しく過ごしました。ありがとうございました。 

・若い人が良くしてくださったありがとう 

・ぜひまたきます 

・今日はたいへん楽しかったです 

・地域に密着した催しは非常に有意義なことなので継続し発展することを期待 

します。 

・普段は顔をあわせない人と話せました 

・近くでこうしたイベントがあるのはありがたいです。今後の開催を楽しみにし 

ています。 

・たいへん楽しくありがとうございました。後の会話はよかった 

・フラダンスがとてもすてきでした。自分もやってみたいです。フラも音楽も心がウキウ

キします。 
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・フラダンス 手話と説明がありました。先生と一緒にフラダンス＝手話ができたらと思

いました。（ふるさとフラダンス 2 番 3 番は次回紹介すると説明されていましたが) 

・先生がスバラシイ楽しかったです。司会の先生が楽しかった。参加させていた 

だき良かったです 

・非常に楽しい会でした、老人会の活性化のために非常に参考になりました。 

 

第２回 認知症カフェ「あがりんさい」 

１．日 時：平成29年8月5日 

２．場 所：呉市阿賀集会所 

３．プログラム 

オープニング モハラ・ナー・プアナニ：フラダンス５曲故郷の曲に合わせて踊りと合

唱、ウクレレバンド演奏 

テーマ：「夏祭り」「住み慣れた地域で共に暮らすために」 

１）学生によるラベル図解発表 「私達が考える認知症カフェの役割、機能 

２）回想コミュニケーション：サポーター全員・参加者：交流会、 演出は・かき氷、・

わたがし、・浴衣、・呉音頭 

３）健康チェック：血圧、握力、体重、認知機能、教員による相談等 教員：土肥敏博、

加藤重子、進藤美樹、浅香真由巳、風間栄子、岡田京子、高橋登志枝、藤尾順子、空本

惠美 

４）参加によるゆる～りワーク、ポストイットに記入、まとめ 

５）発 表 

６）挨 拶 広島文化学園大学対人援助センター代表者土肥 

４．参加者 

63名西新開自治会長西新開老人クラブ会長、中新開自治会長ほか地域住民：阿賀南、東広

島黒瀬町、広、呉からリピーター16名、新規16名とサポーター31名 

（認知症看護強化コース４年生2名、3年生7名、認知症科目履修3年生、精神保健福祉士コー

ス3年2名、保健師コース3名、看護師コース） 

５．概 要 

呉・阿賀キャンパスでは、高齢者の介護予防を中心とした「高齢者カフェ」と認知症予防

を中心とした「認知症カフェ」を創設し地域住民の皆様と共に健康寿命の延伸、認知症にな

っても住み慣れた地域で家族と共に暮らせる社会を目指して研究・教育・地域貢献に努めて

まいります。「認知症カフェ」は、地域の皆様に親しんでいただき、気軽に訪ねていただけ

るようにとの思いを込めて「あがりんさい」と名付けました。 

「認知症カフェあがりんさい」では、「カフェ」の開催と共に呉市にある認知症カフェと

の連携、地域の機関との連携を図るため連携会議も予定しておりますと挨拶し、研究協力と

写真等ホームページへの掲載について説明した。参加者は、趣旨説明を熱心に聞いておられ

た。 

今回は、夏祭りをテーマに会場を設営し、教員は、浴衣姿での接待も行った。気温37度と

いう暑さにもかかわらず、多くの方が参加し会場いっぱいに笑顔があふれていた。回想コミ

ュニケーションでは、「かき氷」や「わたがし」「昔の遊び」も好評であった。 

今回から学生企画として「ゆるりワーク」と題し参加者と共にラベルワークを行うことを

企画した。はじめに、認知症看護強化コース学生が「認知症看護演習」の科目で実施した

「認知症カフェの役割・機能」のラベルワーク図解を紹介した。 
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その後、学生がグループのファシリテーターを務め図解を完成させて発表した。ワークの中で、認知

症の家族を介護した経験、近所の方を見守った経験、入院した自身の経験、若者に支援してほしいこ

となど様々なことが語られた。「ゆる～りワーク」を通して、認知症を知って地域で支えていくこと、見守

りの方法、認知症カフェの重要性などが明確になった。 

地域の皆さんの期待にこたえられるように、参加者全員で、あがりんさいカフェを育てていきたい。 

第 3 回 認知症カフェ「あがりんさい」 

    災害の備え・不安、 秋・お彼岸 

１．日 時：平成 29 年 9 月 30 日 

２．場 所：呉市阿賀集会所 

３．プログラム 

  オープニング ハワイコールズ 演奏：７曲 

        ハワイアンと懐かしのメロディー 

        故郷の曲に合わせて 合唱 

  テーマ：「秋・お彼岸」「認知症になっても住み慣れた地域で共に暮らすために」    

１） 回想コミュニケーション：「秋・お彼岸」を題材に交流 

２） ゆる～りワーク：災害の備え、不安など 

３） 健康測定： 健康調査 血圧、握力、体重、認知機能 

４） 参加者 49 名：老人クラブ会長、呉市社会福祉協議会 認知症の人と家族の会、 

地域：阿賀、呉、安浦から 22 名 

    サポーター：認知症看護強化コース 3 年生 8 名、老年看護援助論Ⅰ2 年生 13 名、 

   教員 6 名 土肥敏博、加藤重子、林 君枝、風間栄子、岡田京子、高橋登志枝            

４． 概要 

9 月は、アルツハイマー月間であり、全国で認知症に関することをテーマに行事や研修が行

われています。本学でも、老人クラブ、いきいきサロンのひよこ塾と 4 回認知症サポーター研

修を開催しました。少しずつ、認知症の理解の輪が広がっているようです。 

オープニングは、ハワイアンバンドの音楽にうっとり魅了され音楽に合わせ、自然と体が揺れ、

演奏の最後には、いつものようにふるさとを合唱しました。 

 健康調査は、前回の要望であった骨密度測定を実施し教員による説明も加えました。 

今回のカフェのテーマは、「秋・お彼岸」、ゆる～りワーク「認知症になっても住み慣れた地

域で暮らすために」～災害の備え・不安～について皆さんで考えましょう。とスタート。「秋・

お彼岸」をテーマにお団子と抹茶を召し上がりながら、自己紹介や回想コミュニケーションを

楽しいでいただき、どのテーブルも話の花が咲きました。 

 カフェの後半は、学生がファシリテーターを務め、「災害の備え・不安」について、テーブル

ごとに意見を出し合いました。参加者の意見をまとめて学生が発表しました。 

 「もう逃げない。足手まといになりたくない。」「誰かが来てくれるだろう。」と様々な思いを

抱いていることをじっくりうかがうことができました。日頃から、かかわりあってなじみの関

係をつくっていく必要性を感じました。学生と触れ合ったり、一緒に学びあうことが楽しみに

なっていると参加者より、言葉をいただきました。 

 

第 4 回 認知症カフェ「あがりんさい」 

クリスマスイベント 

１．日 時：平成 29 年 12 月 2 日 

２．場 所：呉市阿賀集会所 
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３．プログラム 

 土肥：挨拶  

 寿報会：日本舞踊 

 回想コミュニケーション：クリスマス、学生によるリースづくり支援  

 学生：  健康調査 血圧、握力、体重、認知機能 

 教員：健康相談等 土肥敏博、加藤重子、風間栄子、岡田京子、高橋登志枝、空本惠美  

 サポーター全員・参加者：交流会   

４．参加者 76 名 

 西新開自治会長 西新開老人クラブ会長 呉市社会福祉協議会 

 地域住民：阿賀南、東広島黒瀬町、広、呉（含むサポーター 37 名、認知症看護強化コース 

3 年生 8 名、認知症科目履修 3 年生、老年ゼミ、2 年生 24 名、教員 5 名 ）    

５．概 要 

 高齢者を中心とした寿報会のみなさんによる日本舞踊の鑑賞と踊りの参加 

 回想コミュニケーションは、学生と一緒に思いおもいのクリスマスリースを作成し、頭と手

をしっかりと動かしました。思い出のクリスマスをお話ししたり、「部屋が明るくなる」と喜ば

れました。学生と一緒に何かをするのが一番うれしい。孫のような学生に聞きながら、新しい

ことにチャレンジしていました。 

６．ご希望 

・集まれる場所があればうれしいい 

・みんなこれるような環境づくりをしてほしい。日にちの関係でこれない人もいる。 

・協力できることがあったら参加したい。 

・雰囲気が好き 

・体操があれば 

・毎回、楽しんでいるので特にない 

 

７．感想 

・楽しかった 

・日本舞踊がよかった 

・よかった。皆さんが集まって、知った人と会って楽しかった。 

・素晴らしいお土産ができた。足湯もいい、若い人との接触が言い、協力できることがあれ

ば何でもします。 

・楽しませてもらった、サンバで若返った、足湯がきもとよかった、家でできないことがで

きた、 

・楽しませてもらった、いろいろな経験ができる、足湯がよい、サンバなど若返るようだ、

家でできないことができる。 

・楽しい思い出になった、足腰があるうちは協力します。 

・できることがあったら、ご相談ください。 

・フラダンス、日本舞踊、持用紙物を見れてありがたい、認知症検査、体重、血圧を測って

もらう、人に血圧を測ってもらうことはよいことだと思う。 

・みなに会えるのが楽しかった。 

・毎回、違うことができて楽しい 

・自分たちでできて、体験できたら良い経験。 

・楽しい。 
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・楽しかった、若い人との交流、 

・雰囲気がとてもいい。 

・楽しかった、リースがよかった。 

・リースづくり、手先を使うのもよい、 

・珍しい項目が多くて良い、若者のパワーをもらえる。 

・とても楽しい、わくわくする。 

・ありがたい。努力してくれるのがうれしい。 

・リースが楽しい、見るだけでなく参加型なのがいい。 

など。 

８．変化したこと 

・また来たい(初めての方) 

・認知症の検査とかではっきり認知症が判断できるようになった。 

・いろいろなことが見たり、できたりする。 

・みんなでいろんなことができる。 

・若い人との交流が楽しかった。 

・学生と係ることで、孫と同じように接している。孫がいるんよ、大学生の。 

・誰かとお話しできるようになった。 

・友人ができる 

・いろいろな高齢者が見れてよい。 

・２か月に１回の資源回収で皆が集まって、行こうということになった。 

・これからのことを考えるようになった。不安について。 

・気分的に若くなった。 

・骨密度に気を付けようと思うようになった。牛乳などカルシウムをのもうと心掛け始め

た。 

・港話しするのが楽しいから出るようになった。 

・食生活、早寝・早起きに気を付けるようになった。 

・友達と毎回、参加しようと決めている。 

・来るだけで、人と触れ合うのがいいことだと思う。 

・外に出るきっかけに。おしゃべりができる。 

など。 

 

第 5 回 認知症カフェ「あがりんさい」 

    節分祭、演奏と歌、ハンドマッサージ、ネットワーク会議 

１．日 時：平成 30 年 12 月 3 日 

２．場 所：呉市阿賀集会所 

３．プログラム 

  一部 

 西延崎プラチナレディースハンドベル部による演奏 

テーマ：「節分祭」    

１）回想コミュニケーション：「豆まき」を題材に交流 

２）健康測定： 健康調査 血圧、握力、体重、認知機能 

 

 二部      
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１）ウクレレバンドハワイコールズ 演奏：６曲 

    ハワイアンと懐かしのメロディー 

  カイマナ ヒラ   南国の夜、月の夜は   、子守唄メドレー 

酔いしれて   冬メドレーご一緒に歌いましょう♪ 

(たき火、冬の星座、冬景色、北帰行)  

寒い朝＆あの丘越えてメドレー、真珠貝の歌  

２）ハンドマッサージ  

 ３）ネットワーク会議  

これまでの認知症カフェの取り組み報告(パワーポイント) 

  参加者による振り返りとこれから 

４．参加者 47 名：老人クラブ会長、地域：阿賀、呉、新規 22 名含む 

  サポーター：老年看護援助論Ⅰ 2 年生 43 名、教員 5 名    

５．参加者によるネットワーク会議開催 

 今後、認知症カフェ「あがりんさい」を継続していくにあたって、７グループに分かれてグ

ループワークを行った。初めて 13 名、2 回目 5 人、3 回目 3 人、4 回目 7 人、5 回目 8 人、

あがりんさいと聞いて広島文化学園大学の認知症カフェのことだと思い浮かびますかの質

問に「はい」と答えた方は２３名であった。 

 

〇カフェに参加した感想 

・楽しかった 全グループ同じ。 

手浴が気持ちよかった。気分がリラックスした。 

・音楽がよかった。・・みんなと合唱するのがいい。みんなで何かするのがいい。 

・準備が大変そう、勉強になります。 

・大根がすごかった。（的あてアクティビティの賞品） 

・何をするかわからないから、来るまでも来てからも楽しい。・・毎回、賑やか。・よかった。 

・カフェの認知度が上がった、５回目が参加者が一番多い。 

・認知症カフェの“認知症”という言葉を省いてほしい。認知症と思われる。・・名前を変え

たほうがよい。 

・内容は、・健康チェック・認知症チェック・コミュニケーションがよい。 

・大勢いると声が聞き取りにくい。 

 

〇カフェに参加したことで変化したこと 

・若返った。・・人の中に入らないとダメだなと思った。 

・久しぶりに会えた人もいてうれしい。 

・いろんな人と話す機会が増えた。・・若い人と話すことが楽しい。 

・若い人と交流することにわくわくする。 

・西新開中心なので他の地区にもひろげてそれぞれの場所でやったら良いと思う。 

・よくわからないけど次が楽しみ。 

・認知症カフェのチラシが少ない。・いつあるのか知らない人が多い。 

・阿賀プラザの掲示板にはってあると伝わる。・・来た人にいつあるか知らせる。 

・狭いので、体育館など広いところがよい。 

・つながりができた。嬉しい。・・よい機会ができた。 

・男性が増えた嬉しい。 
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・学生さんが優しい。 

・幸せな気分になった。・また来たい。・元気になれた。 

・検査がよかった。 

〇これからのカフェ運営について 

・何か披露したい。：ハンドベル 

・料理を作ることがあれば読んでほしい。 

・トランプ、輪投げ、ボーリングも取り入れてほしい。 

 

認知症サポーター研修実施報告 

１・２．広島文化学園大学看護学部  

 １）日 時：平成 29 年９月 22 日、26 日 13 時 20 分から 14 時 50 分 

 ２）場 所：呉阿賀キャンパス 201 教室 

 ３）対象者：学生   

３．呉市中新開 老人クラブ 西き会クラブ 健康づくり教室 

 １）日 時：平成 29 年９月 2１日 10 時 30 分から 12 時 30 分 

 ２）場 所：中新開集会所 

 ３）対象者：老人クラブのみなさんと自治会世話人さん 

 ４）年齢層：60～90 歳代 

 ５）人 数：50 名 

 ６）講 師：キャラバンメイト 加藤重子 

 ７）物忘れ検査・アドバイザー：風間栄子 

４．呉市社会福祉協議会 ひよこ塾 

 １）日 時：平成 29 年９月２７日 10 時 00 分から 12 時 00 分 

 ２）場 所：呉市すこやかセンター 

 ３）対象者：地域の「ふれあい・いきいきサロン（高齢者の閉じこもり、介護予防、助け

あえる仲間づくり、地域づくりのための集いの場）」の世話人さん 

４）年齢層：60～80 歳代 

 ５）人 数：50 名 

 ６）講師：キャラバンメイト 加藤重子 

 ７）物忘れ検査・アドバイザー 風間栄子 

５．呉市社会福祉協議会 いきいきサロン 

  １）日時 平成 30 年 3 月 27 日 10 時から 12 時 

講義内容 
 

講座の構成 内    容 

 導入 新聞記事、認知症カフェ、地域の繋がり 

認知症サポーターとは、役割 

認知症の人の気持ち、家族の気持ち、受容過程 

疾患の理解、治療、予防、関わり方 

まとめ、当事者の声、書籍より 
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認知症カフェ「あがりんさい」の様子 

  

ハンドベル部の皆様の演奏 

お庭外♪福は内♪ 
演奏を楽しむ地域の皆さん 

  

ハンドベル体験コーナー 

チューリップを教わる 
疲労回復、ハンドマッサージ 

 

 

気持ちいわね～ 学生司会によるネットワーク会議 
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要望をしっかり受け止めて記録する学生 ハワイコールズの皆様の演奏と踊り 

 

広島文化学園大学認知症サポーターの学生・教員 

 

 

III 看護・医療福祉部門報告－講演 

1. 呉市・大学連携推進会議 平成 29 年 2 月 10 日（金） 14：00 阿賀キャンパス 205 講

義室 報告者：土肥 

２．広島文化学園大学研究ブランディング事業 平成28年度の調査・研究等に関する外部評

価委員会の開催 平成29年度5月17日 長束キャンパス 

  看護・医療福祉部門報告 報告者：土肥 

３．FD 研修会報告 研究ブランディング 各研究部門紹介 平成 29 年 8 月 24 日 坂キャン

パス 報告者：土肥、讃井、加藤 

４．HBG「来んさいカフェ：呉」紹介 “看護・高齢者カフェ 認知症カフェを開設しました”

公開講座「認知症になっても地域で幸せに暮らすために」第 2 部平成 29 年 10 月 28 日、14：
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00～16：00、於くれ絆ホール 報告者：土肥、讃井、加藤 

５．呉市民生児童委員正副会議 高齢者カフェ紹介 報告者：讃井 

６．文部科学省選定 広島文化学園大学研究ブランディング事業（平成 29 年度） 

すべての人々が健康に暮らす共生社会の実現記念講演会 「AI ロボットと対人援助」－サイ

ボーグ技術で生活を支援する－（講師 広島大学工学研究科 辻 敏夫教授） 広島文化学

園 HBG ホール 平成 30 年 2 月 2 日（金）14：15～16：00） 3 研究部門紹介 看護・医

療福祉部門報告者：土肥 

７．文部科学省選定 広島文化学園大学「研究ブランディング事業 平成 29 年度報告会 

 2018 年 3 月 9 日 広島文化学園大学坂キャンパス 大講義室 

  看護・医療福祉研究部門の発表：「高齢者・認知症者支援のための HBG 看護カフェプログ

ラムの開発概要」（土肥）、「高齢者カフェの活動」（讃井）、「認知症カフェ「あがりんさい」

の活動について」（加藤） 

 

IV 看護・医療福祉部門報告－論文・報告書 

１．河野保子、土肥敏博、加藤重子、讃井真理、森田克也、大塚 文、前信由美、岩本由美、

田村和恵、佐藤敦子、今坂鈴江、風間栄子、岡田京子：超高齢社会における高齢者・認知症

者の健康及び世代継承性・社会貢献活動に関する看護カフェモデルの構築。平成 28 年度 報

告書 文部科学省選定 私立大学研究ブランディング事業 第 1 巻 33－38、 2017. 

２． 河野保子、土肥敏博、加藤重子、讃井真理、森田克也、大塚 文、前信由美、岩本由美、

田村和恵、佐藤敦子、今坂鈴江、風間栄子、岡田京子：超高齢社会における高齢者・認知症

者の健康及び世代継承性・社会貢献活動に関する看護カフェモデルの構築 第 I 編-高齢者カ

フェの実態調査報告- 看護学統合研究 19(2)、 1～13、 2018. 

３．河野保子、土肥敏博、加藤重子、讃井真理、森田克也、大塚 文、前信由美、岩本由美、

田村和恵、佐藤敦子、今坂鈴江、風間栄子、岡田京子：超高齢社会における高齢者・認知症

者の健康及び世代継承性・社会貢献活動に関する看護カフェモデルの構築 第 II 編-認知症

カフェ実態調査報告- 看護学統合研究 19(2)、 14～32、 2018. 

 

  


